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「長崎県老人福祉計画・長崎県介護保険事業支援計画」素案に対する 

パブリックコメントの募集結果について 

 

 「長崎県老人福祉計画・長崎県介護保険事業支援計画」について、パブリックコメントを実施

しましたところ、貴重なご意見をいただき厚くお礼申し上げます。 

 いただいたご意見に対する考え方をまとめましたので公表いたします。 

 

１．募集期間  平成３０年１月１８日（木）～平成３０年２月７日（水） 

 

２．募集方法 

    郵送、ファクシミリ、電子申請 

 

３．閲覧方法 

  県ホームページ掲載 

  県長寿社会課、県政情報コーナー、県振興局、県福祉事務所並びに県保健所にて閲覧 

 

４．意見の件数と意見提出者数 

  ２１件 

 

５．意見の反映状況 

対応 

区分 対応内容 件数 

Ａ ・素案に修正を加え反映させたもの     １０ 

Ｂ ・素案にすでに盛り込まれているもの 

・素案の考え方や姿勢に合致し、今後、具体的な対策

を遂行する中で反映していくもの 

６ 

Ｃ ・今後検討していくもの   １ 

Ｄ ・反映が困難なもの      ３ 

Ｅ ・その他 １ 

計      ２１ 

 

６．提出された意見の要旨及び県の考え方（別紙のとおり） 
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番号 意 見 要 旨 
対応 

区分 
県 の 考 え 方 

01 

 
全体 
固有名詞について、県民には、わかりづら

い･聞きなれない言葉、用語が、頻出する。ま
た、認知されていない事業、施設等もある。
説明が必要のものもあるのではないか。 
 例えば 
｢九州創生アクションプラン」 
｢長崎県見守りﾈｯﾄﾜｰｸ推進協議会 
｢ＩＣＴ ＩｏＴ」 
｢生活支援コーディネーター」 
｢認知症サポーター」 
｢キャラバンメイト」 
｢ながさき生涯現役応援ｾﾝﾀｰ」 等 
 

A ・ご意見のとおり用語解説を追記しました。 

02 

全体 
平成表示については可能な限り西暦を併記

する。（来年４月末で「平成」が終了するこ
とが明らかである） 

B 

 
・P2の冒頭にあるとおり、できる限り和暦と西
暦を併記しております。なお、平成の表記に
ついて国の基本指針における表記について、
厚生労働省老健局介護保険計画課計画係にお
尋ねしたところ、元号の変更については、閣
議決定されていないため、平成で表記する予
定との回答をいただいております。 

 

03 

全体 
２章では「課題」「政策展開の視点」、４

章では「現状・課題」「目指す姿」、５章で
は「課題」「取組の詳細」、６章では「現状
・課題」など、表題記載が異なっており、統
一し整理して欲しい。 

D 

 
・現状や課題等については、例えば、第２章に
ついては、現状を整理したうえで、考えられ
る「課題」とその課題を踏まえた「政策展開
の視点」を整理するのが分かりやすいものと
考えてます。また、第５章については、「現
状」は、複数の中項目に共通するものもあり
ますので、大項目ごとに整理した上で、中項
目ごとに施策の概要やめざす姿を整理し、小
項目ごとに「課題」及び「取組の詳細」を整
理するなど、各章における記載内容が分かり
やすいものになるよう検討しながら設定して
いるものであり、一概に章ごとの表題を統一
するものではないと考えております。 

 

04 

 
P27 下段表 
要支援・要介護認定者の推計 
各保険者が、どういった推計を行った結果

の合計なのか、不明。推計の方法、見込みの
根拠等、記載していただきたい 
 

A 
・ご意見を踏まえて、推計の方法等を追記しま
した。 

05 

P29 
③本県の保険料の推計 
２章にある高齢者の状況は理解するが、介

護保険料や国保保険料の引き上げが心配され
る。保険料の推計は現在集計中のようだが、
高負担とならないような表現を期待する。 

E 

 
・介護保険料については、各保険者が今後の高
齢化の進展や、要介護･要支援者の認定者数な
ど、地域の実情を踏まえながら決定するもの
です。 

・なお、今後も高齢者人口の増加により、介護
給付費や介護保険料の増大が見込まれること
から、適切なサービスの確保とその結果とし
ての費用の効率化を図り、持続可能な制度と
することが必要であると考え、地域包括ケア
システムの推進･進化を図るとともに、健康づ
くりの推進や介護予防・生活支援をはじめと
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した自立支援・重度化の防止に取り組む必要
があると考えています。 

 

06 

第３章「計画の目指す姿」 
よりインパクトのある表現にするため文章

構成を改めたらどうか。 
Ｐ２４～Ｐ３１の記載方法について、１～

５までの文章は連続記載し、Ｐ２５とＰ２６
の表は前計画書のとおり別添にした方が見や
すい。 
また、「２．政策展開の基本方向」につい

ては、以下のように記載し、文章については
、それに合わせた表現とする。 
３つのステージ①～③ 
５つのプロゼクト①～⑤ 
６つの政策①～⑥ 
「５．平成３７年の姿に向けた取組」につい
ては「２．政策展開の基本方向」と文章が重
複するので整理する。 

D 

 
・第３章「計画の目指す姿」については、県内
の各団体をはじめとした有識者等が参加する
長崎県福祉保健審議会高齢者専門分科会にお
ける素案骨子及び素案の議論を踏まえて作成
したものです。 

・また、基本理念や政策展開の基本方向、施策
の体系を、概念図や表により冒頭で説明する
ことで、県民の皆様に分かりやすいものにな
ると考えております。 

・また、「５．平成３７年の姿に向けた取組」
については「２．政策展開の基本方向」と文
章が重複するので整理する必要があるのでは
ないかとのご指摘ですが、平成３７年の姿と
平成３７年の姿に向けた取組については、国
から示された基本指針（案）において、記載
することが重要であるとされていることから
記載しているものであります。 

 

07 

 
P37 2行目 
「～総合的な窓口の設置を検討～」 
窓口の設置を検討している時期ではないの

ではないか？「設置する」ことを計画に明記
し、設置を急いでほしい。 

 

A 
・ご意見を踏まえて、「～総合的な窓口を設置
します。」に修正いたします。 

08 

第５章 
「１．生きがい・健康づくり」 
県民体育大会を追加する。 
各競技には６０歳以上の年齢区分があり、

多くの高齢者の大会参加を呼びかけてみたら
どうか。 

D 

 
・県民体育大会では４２競技が実施され、開催
の主たる目的は、競争による「スポーツの普
及発展と競技力の向上」とされております。 

・そのような中、平成29年度は、陸上、水泳、
サッカーの３競技のみ、各競技団体からの申
入により６０歳以上の種別を設けて実施され
たところです。 

・しかし、競技の殆どが２日間という限られた
期間で予選から決勝までを行っており、運営
を行う競技団体の多くが、試合会場や審判員
の確保、試合日程の構成等に大変な苦労を重
ねられている現状にあります。 

・これらのことから、県民体育大会において、
６０歳以上の方を対象とした種別を積極的に
拡充することは困難な状況にあります。 

 

09 

P54～P57 
(1)自立支援・介護予防 
全体に、この項は、リハに偏っている。（

リハ専門職、地域リハ等）リハだけで、自立
支援、介護予防ができるものではないと考え
る。 
例えば、介護予防の訪問看護サービス提供

もあるが、その利用は、なかなか進んでいな
い。重篤な状況になる前から、看護の導入が
進めば、自立支援や介護予防も促進できると
考えている。 

B 

 
・自立支援・介護予防については、国の基本指
針においても、理念として位置づけられてお
り、一つの項目に留まらず、計画全体で推進
するものと考えております。例えば、訪問看
護サービスの提供などについては、「３介護･
医療サービスの提供（２）在宅医療の充実と
医療・介護連携の推進」において、記載をし
ております。 

・また、国は、介護予防の理念として、『生活
機能の低下した高齢者に対しては、リハビリ
テーションの理念を踏まえて、「心身機能」
「活動」「参加」のそれぞれの要素にバラン
スよく働きかけることが重要』としており、
『地域において「リハビリテーション専門職
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等」を活かした自立支援に資する取組を推進
する』としています。 

・本項においても、「リハビリテーション専門
職等」と記載しており、リハビリテーション
についてはあらゆる専門職が関わるものと考
えております。 

 

10 

P61 
④運転適性相談における認知症等早期対応
の推進 
（取組の詳細） 
バス、タクシーなど代替サービス等の提供

・・・と具体的な交通手段を記載する。 

B 

 
・地域によって利用可能な交通手段に差がある
現状においては、高齢者の生活実態に即した
身近な方法も今後検討していく必要がありま
す。 

・そのため、バス、タクシーも含め、交通手段
を幅広く捉えて「代替サービス等」との表現
にしております。 

 

11 

 
P65 
① 居宅（介護予防）サービス提供体制の整

備 
（取組の詳細） 

〇在宅における医療系サービスの需要の増加
が見込まれる～ 
増加に対して、どう、対応、取り組みを進

めるのかの記載していただきたい。 
 

B 
・在宅医療の充実につきましては、第５章の３
の（２）において取組の詳細を記載しており
ます。 

12 

 
P70 
① 在宅医療の充実 
（取組の詳細） 
イ）日常の療養生活の支援 
●の１つめ3行目 
「さらには、訪問介護事業所や訪問看護
師」 
「訪問看護事業所や訪問看護師」では、
ないのか？ 
 

A 
・「さらには、訪問看護事業所や訪問看護師」
に修正しております。 

13 

 
P70 
① 在宅医療の充実 
（取組の詳細） 
イ）日常の療養生活の支援 
●の2つ目と3つ目 

入れ替えて、訪問看護を並べるのがよいの
ではないか 

 

A 
・ご意見を踏まえ、「イ）日常の療養生活の支
援」●の2つ目と3つ目を入れ替えております
。 

14 

P70 
①在宅医療の充実 
（取組の詳細） 
訪問看護に関する事業を推進するために、

「訪問看護サポートセンター（仮称）を設置
し、」あるいは、「設置を検討する」等、看
護協会が提案している訪問看護支援の拠点整
備について、明記していただきたい。 

A 

 
 
・ご意見を踏まえ、「在宅での医療の提供にあ
たっては、訪問看護師の役割が重要であり、
医師の手順書により、一定の診療の補助が可
能な「特定行為の研修を受けた看護師」の育
成や、訪問看護師の知識や経験に応じた研修
や専門技術研修等の実施、さらには、訪問看
護事業所や訪問看護師を総合的に支援する訪
問看護サポートセンターの設置など、訪問看
護師として活躍できる環境の整備を進めます
。」に修正しております。 
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15 

 
P71 
① 在宅医療の充実 
（取組の詳細） 
 10行目 
 「訪問看護ステーション」 
 訪問看護ステーションは、訪問看護事業所
に統一した方がよくないか 
 

A 
・ご意見を踏まえ、訪問看護ステーションは、
訪問看護事業所に統一しております。 

16 

 
P71 
① 在宅医療の充実 
（取組の詳細） 
 11行目 
 「複数事業所間で～」 
 急変時に、数事業所でケア提供は、難しい
のでではないか。むしろ、看取りに際し、複
数ステーションでの安定的なケア提供が求め
られるのではないか。 
 

A 

・ご意見を踏まえ、「家族の負担を軽減するた
め、24時間対応可能な訪問看護事業所の確保
を図るほか、急変時に速やかに情報共有がで
きるシートの作成、安定的なケアの提供が行
える体制の構築を行います。」と修正してお
ります。 

17 

 
P71ページ（PDF７５） 
「高齢者等の急性期医療機関への搬送増加や
、地域包括ケア病棟の充実等を踏まえ、在宅
での急変時に対応する医療機関の機能分化を
推進するとともに、適切に搬送されるよう、
関係機関との情報共有に努めます。」 
とありますが、中医協（第369回）「在宅医療
（その３）」では、地域包括ケア病棟も含め
て４区分が在宅急変時の受け入れ体制を具体
化しています。 
下記に掲載されている４区分算定医療機関を
中心とした搬送体制の確立が望ましいと考え
ます。 
 
− − − − − − − − − − − −  
 
中医協（第369回）「在宅医療（その３）」平
成29年11月10日（金） 
 
PDF33ページ目「在宅療養を行う患者の急変時
等の入院体制」 
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/000018
3540.html 
(1)在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院 
(2)在宅療養後方支援病院（在宅患者緊急入院
診療加算） 
(3)地域包括ケア病棟入院料（救急・在宅等支
援病床初期加算） 
(4)療養病棟入院基本料（救急・在宅等支援療
養病床初期加算） 
 

A 

・在宅療養支援病院、後方支援病院は、地域包
括ケア病棟の算定要件のひとつになっており
、県内で地域包括ケア病床を持つ49病院のう
ち、23病院が在宅療養支援病院又は後方支援
病院となっています。 

・県では、地域医療構想に基づき、急性期から
回復期への転換等、病床機能の分化、連携に
向けて取り組んでいるところであり、本文章
の趣旨としては、高齢者の救急搬送について
、従来の急性期だけでなく、患者の容態に応
じて地域包括ケア病棟を中心とする回復期で
の受入れを推進していくとの方向性を示した
ものであります。 

・ご意見を踏まえ、在宅療養支援病院、後方支
援病院、在宅療養支援診療所のさらなる充実
も必要であり、その拡大により、急変時受入
れ体制の強化を図る旨、下記のとおり修正し
ております。 

 
「後方支援病院の拡大を図るとともに、地域に
おけるかかりつけ医、訪問看護ステーション
、施設等に対する後方支援病院によるバック
アップ体制の構築を図ります。」 

→ 
「在宅療養支援診療所・病院の拡大を図るとと
もに、地域におけるかかりつけ医、訪問看護事
業所、施設等に対する後方支援病院によるバッ
クアップ体制の構築を図ります。」 

18 

 
P71 
① 在宅医療の充実 
（取組の詳細） 
 18行目 
 エ）看取り 
 在宅での看取りに際し、訪問看護師の果た
す役割は大きい。看護の提供や、医師との連
携による死亡確認等も含め、看取りに際して

A 

・ご意見を踏まえ、「在宅における看取りに際
し、利用者が穏やかな気持ちで残された日々
を少しでもよりよく家族と過ごせるよう、か
かりつけ医、訪問看護師、介護職等の在宅医
療・介護関係者が連携し、日常的な療養上の
世話や痛み等の症状管理、利用者や家族の精
神的なケア等、急変時や日常療養生活をサポ
ートする体制づくりを図ります。」の記載を
追加しております。 
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の「看護師」の役割について、記載していた
だきたい。 
 

19 

P78 
(1)安全･安心な社会生活環境の整備 
 成果指標について 
高齢者の住まいについては、民間住宅や施

設等が主になると思うが、成果指標を、県営
住宅のバリアフリー化率とすることの妥当性
は、いかがか 

C 

 
・県等の公営住宅が、率先してバリアフリー化
を推進することが重要と考え、本指標を設定
させていただきました。 

・ご意見の通り、高齢者の住まいは、民間住宅
や施設等も重要な要素となりますが、対象も
広いことから、県営住宅以外のバリアフリー
化率等の数値の動きについて、今後、把握に
努めたいと考えております。 

 

20 

 
P96 (3) 地域ケア会議の充実 
7行目「医療と介護の関係者の連携の推進」の
ところ 
 
医療と介護の連携について、諫早市のように
地域で入退院支援ルールを作り連携が図れる
ようになればスムーズになると思いました。
県内の全自治体や2次医療圈別でこのような
ルールを広めてみるのはいかがでしょうか。 
厚労省の実証モデル事業では「退院支援もれ
率」を下げる取り組みが活発になっています
。 
 
「諫早市版入退院支援ルール」について 
http://www.city.isahaya.nagasaki.jp/post
24/44452.html 
 
退院支援ルールが地域全体で活用されるため
に - 厚生労働省 
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujou
hou-12600000-Seisakutoukatsukan/00001186
16.pdf 
 

B 
・入退院時の情報共有につきましては、第５章
の３の（２）の①在宅医療の充実において、
取組の詳細を記載しております。 

21 

第６章 
「離島地域の対策」 
二次離島における介護サービスの困難性が

指摘されている。渡航費の助成ができないの
であれば、これにかわる支援制度の新設や、
事業者による訪問介護事業への補助制度など
、離島地域における介護サービスの利用を妨
げない仕組みづくりの検討をして欲しい。 

B 

 
・渡航費に助成につきましては、現在、各市町
が事業者や利用者に対して、支援を行ってお
ります。 

・なお、渡航費の助成については、平成２６年
度まで介護保険制度の中で市町が実施する地
域支援事業の対象であったのが、平成２７年
度に行われた制度改正で、対象外となったこ
とから、県では再度、地域支援事業の対象と
なるように国に対して要望しております。 
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